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　日本ポリエチレン製品工業連合会
松井

「化学工業日報」を一週間単位でまとめた抄録記事である。
日付の欄の下の頁（　）は当日のページを表す。
出展：化学工業日報（発行所：化学工業日報社）

　　　　５５５５月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（月月月月））））
1111 ＡＰＩＣＡＰＩＣＡＰＩＣＡＰＩＣ２０１１２０１１２０１１２０１１　　　　成功裏成功裏成功裏成功裏にににに閉幕閉幕閉幕閉幕・・・・・・・・・・・・石油化学石油化学石油化学石油化学、、、、地球的課題解決地球的課題解決地球的課題解決地球的課題解決のののの先頭先頭先頭先頭にににに　　　　　　　　共同宣言共同宣言共同宣言共同宣言をををを採択採択採択採択

　アジア石油化学工業会議２０１１（ＡＰＩＣ２０１１）が５月２６～２７日、福岡市のヒルトン
福岡シーホークで開催された。今回、共同宣言が採択され、食糧やエネルギーなどの資源の有効活
用、地球温暖化をはじめとする環境問題への対応に向け、石油化学は世界をリードしていくことを
確認した。議事は石油化学工業協会の小林喜光副会長（三菱ケミカルホールデイングス社長）の
司会により進行。高橋恭平会長（昭和電工会長）は東日本大震災による被災に対し、ＡＰＩＣメン
バーから同情と援助の申し出があったことに感謝するとともに、「日本経済は早期にサプライチェ
ーンを回復して復興に向かう」と強調。一方で、世界のエネルギーや食糧に対する需要増大は、「
物価の上昇をもたらし、資源を持つ国と持たない国との不均衡を拡大する」と懸念を表明した。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・注目注目注目注目したいしたいしたいしたいプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックのののの出前授業出前授業出前授業出前授業
　プラスチックは家庭生活や産業活動で大量に使われ、用途に応じて種類も多い。その有用性は
認識されているが、廃棄物になった際の環境負荷や、添加剤などを含めた安全性の問題もある。
そのためリスクも含めプラスチックの特性、正しい使い方や処理方法を情報発信する必要がある。
プラスチック処理促進協会（プラ処理協）、塩ビ工業・環境協会（ＶＥＣ）は小学生を中心に出前
授業を行ってきた。地道な活動ではあるが、更なる充実を期待したい。
　廃プラ対策の調査や提言、技術開発支援などを行ってきたプラ処理協は、２００５年度から教育
現場に出向く出前授業を始めた。プラスチック廃棄物削減の為の３Ｒ（リデユース・リユース・リ
サイクル）を小学生と対話しながら学ばせる。また、発泡スチレントレー等を使ってリサイクルの
実験を行う。現場の教師からも評価されている。１０年度は関東地区を中心に２５カ所で、１００
時間を実施した。会員企業の一部は進出している地域で出前授業に取り組んでいるが、安全に実験
を行う難しさもあり、慎重になりがちな企業が多いようだ。
　ＶＥＣは、当初大学を考えたが、最近は小学校中心で、０８年～１０年度までの３年間に４０校、
約３０００人の学童を対象に実施した。
　小学生が相手だけに表現力など日常のビジネスとは違うコミュニケーション能力も必要。その意
味で事業者団体が人材を育て、主導的役割を果たす意義は大きい。現在プラ処理協とＶＥＣが連携
して新たに進めているのが１２年度から完全実施される中学理科指導要領改訂に対応した理科教師
向け研修だ。これは１年生理科の「身の回りの物質」にプラスチックに関する授業が義務づけられ
たことが背景にある。この成果も見守りたい。

2222 米国米国米国米国ＩＥＡＩＥＡＩＥＡＩＥＡ報告報告報告報告・・・・・・・・・・・・世界世界世界世界ののののシェールガスシェールガスシェールガスシェールガス資源量資源量資源量資源量、、、、従来推定従来推定従来推定従来推定のののの２２２２倍倍倍倍、、、、中国中国中国中国、、、、南南南南アアアア等豊富等豊富等豊富等豊富にににに埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵
　世界のシェールガスの資源量が、これまで考えられていた量よりも大量に存在するとの報告がな
された。先頃米国エネルギー情報局（ＥＩＡ）が公表した評価レポートによると、従来の推定に比
べ原始埋蔵量が２倍に上るという。しかも、中国や南アフリカなど在来型ガスの供給が限られてい
たり減退している国に資源量が多くあるとされており、今後の世界のエネルギー、石化原料の情勢
に大きな影響を与えることが予想されそうだ。
　石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＥＭＣ）によると、ＥＩＡによる調査は、米国を除く
世界３２カ国のシェールガス賦存堆積盆地の資源量を推定したもの。ガスの総量から実際に取り出
し可能な鉱区とはならないリスクを差し引いた「リスクを含む原始埋蔵量」、これに地下からの回
収率を掛け合わせた「技術的回収可能資源量」を算定した。
　世界の在来型天然ガスの残存確認可採埋蔵量は２００９年末で約６４００立方フィート（Ｔｃｆ）
で、年間の天然ガス消費量は０８年段階で１０６Ｔｃｆ。これに対し今回調査では、技術的回収
可能資源量を５７６０Ｔｃｆと推定しており、全部を経済的に回収できるとすると世界のガス需要
を６０年分賄えることになる。また、地域的にみると、技術的回収可能資源量の１位は中国の１２
５７Ｔｃｆで、米国８６２Ｔｃｆ、アルゼンチン７７４Ｔｃｆ、メキシコ６８１Ｔｃｆ、南アフリ
カ４８５Ｔｃｆと続く。欧州も２５８Ｔｃｆと多く、在来型ガスがあまり採れなかった供給が減少
している地域で資源量が多いことが分った。シェールガスの開発は、現在は北米に限定せれている。
しかし、他の地域に眠る膨大な埋蔵ガスの開発が今後進めば、世界のエネルギー事情が一変する可
能性がある。北米でシェールガスを直接原料とした石化計画が打ち出されつつあるように、石化分
野に与える影響は少なくないと見られる。

10101010 韓国韓国韓国韓国のののの新化学品規制新化学品規制新化学品規制新化学品規制「Ｋ－ＲＥＡＣＨ」、「Ｋ－ＲＥＡＣＨ」、「Ｋ－ＲＥＡＣＨ」、「Ｋ－ＲＥＡＣＨ」、１３１３１３１３年年年年からからからから実施施行実施施行実施施行実施施行・・・・・・・・・・・・輸入者輸入者輸入者輸入者のののの責務発生責務発生責務発生責務発生
　　　　輸入量報告輸入量報告輸入量報告輸入量報告、、、、評価対象物質選定評価対象物質選定評価対象物質選定評価対象物質選定などなどなどなど

　世界各国・地域で化学品規制が強化されるなか、韓国でも新たな法律が導入され、すべての化学
物質をい対象としたリスク管理制度へと移行する。新法の完全施行は２０１４年と言われているが、
専門家は「半年後から準備しなければならない」と警鐘を鳴らす。製造・輸入数量の報告の義務化、
評価対象物質の選定などが１３年に実施され、輸入者の責務が発生するためだ。海外企業の届出は
全権代理人（ＯＲ）を介して行うが、ＯＲの数は少ないとみられ、対応が遅れると事業継続が困難
になる可能性もある。評価対象物質の数も数千物質に及ぶと見込まれており、やはり１２年から
準備する必要があるという。

10101010 クリーンルームクリーンルームクリーンルームクリーンルームのののの電力仕様制限緩和電力仕様制限緩和電力仕様制限緩和電力仕様制限緩和・・・・・・・・・・・・今夏今夏今夏今夏　　　　化学業界化学業界化学業界化学業界はははは約約約約１０１０１０１０工場対象工場対象工場対象工場対象
　大口需要家を対象とする今夏の電力仕様制限に於いて、制限緩和の対象となるクリーンルームは、
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化学業界では東京電力、東北電力の両管内で１０工場前後が対象となる見通しだ。電池材料や電子
部品などエレクトロニクス分野が中心。電力使用量の変動幅に応じて、削減率が０％～１０％に緩
和される。
　電気事業法第２７条に基づく電力使用制限は、契約電力が５００キロワット以上の大口需要家に
対し、昨年夏の使用最大電力のマイナス１５％を上限値とし、７～９月の使用電力をこれ以下に抑
制するもの。ただし被災地や生命の安全確保、経済活動の安定確保の視点から、医療施設や鉄道等
約３０分野で制限を緩和する。
　クリーンルームと電解施設も制限緩和される。２４時間３６５日使用電力量の変動幅がほぼ一定
であり、大幅な節電を行った場合、操業や品質への影響が大きいことが背景。１日の電力需要の
最大と最小の変動率を基準期間の日数で平均した値が２０％未満のクリーンルームが対象となる。
　制限緩和を申請することにより、変動幅が１０％未満の場合、前年並みの電力を使用可能な削減
率０％。１０％以上１５％未満は削減率５％、１５％以上２０％未満は削減率１０％が適用される。

11111111 消費者物価指数消費者物価指数消費者物価指数消費者物価指数　　　　４４４４月月月月・・・・・・・・・・・・２２２２年年年年４４４４カカカカ月月月月ぶりぶりぶりぶりプラスプラスプラスプラス
　総務省が２７日発表した４月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ、２００５年＝１００）は、価格変
動の大きい生鮮食品を除く総合指数が９９．８となり、前年同月比で０．６％上昇した。同指数は
２００８年１２月以来、２年４カ月ぶりのプラス。昨年４月に始まった高校授業料の実質無償化に
よる物価押し下げ効果が一巡したことに加え、東日本大震災や原油高の影響で、鶏卵価格や電気代
が上昇したのが主因。
　与謝野馨経済財政担当相は記者会見で、「０．６％の上昇率はインフレとはいえない」と述べ、
これまでのデフレ基調に大きな変化は無いとの認識を表明した。
　一方、総務省は今後のＣＰＩ見通しに関連し、「食料、エネルギーが大きな変化を示しており、
注視する必要がある」として世界的なインフレ懸念の要因である国際商品市況の動向を見極める
考えを示した。

11111111 震災震災震災震災からのからのからのからの復興復興復興復興でででで、、、、経団連提言経団連提言経団連提言経団連提言・・・・・・・・・・・・被災地全域被災地全域被災地全域被災地全域をををを「「「「復興特区復興特区復興特区復興特区」」」」にににに
　日本経団連は２７日、東日本大震災の被災地の再生に向けた、「復興・創出マスタープラン」を
発表した。その中で被災地全域を「震災復興特区」に指定して税財政や法規制の大幅な特例措置を
実施し、新たなまちづくりや産業・農業の立て直しを進めることを提言。また、多岐にわたる政策
を策定・推進するため、政府内の「司令塔」となる組織の早急な設置を求めた。
　農業については、復興に合わせ農地の集約による大規模化や企業の農業参入を促す仕組みを整え
成長産業への転換を目指すよう提言した。

12121212 中国中国中国中国のののの石油石油石油石油・・・・化学工業化学工業化学工業化学工業、、、、連合会連合会連合会連合会がががが５５５５カカカカ年指針年指針年指針年指針・・・・・・・・・・・・２２２２ケタケタケタケタ成長持続目指成長持続目指成長持続目指成長持続目指すすすす
　　　　エチレンエチレンエチレンエチレン能力能力能力能力２６００２６００２６００２６００万万万万トントントントン、、、、精製基地精製基地精製基地精製基地をををを大型化大型化大型化大型化

　中国石油・化学工業連合会は２７日、２０１５年までの石油・化学工業の発展指針を公開した。
指針では、年平均１０％以上の成長を維持しながら全工業の総生産額を１０年の約８兆８０００億
元（約１１４兆円）から１５年には１６兆元（同２０８兆円）に引き上げる目標を掲げられた。
　１５年末時点での生産能力はエチレンで年２６００万トン、プロピレンで同２２００万トンを
目指す。石油精製基地の新増設に沿った一体型基地のの建設促進を掲げ、設備の国産化を進めると
ともに、Ｃ４、Ｃ５、Ｃ９といった資源の総合利用で経済効率を高めて行く。

　　　　５５５５月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（火火火火））））
1111 硫酸硫酸硫酸硫酸　　　　品不足品不足品不足品不足がががが深刻深刻深刻深刻・・・・・・・・・・・・供給減供給減供給減供給減りりりり在庫低水準在庫低水準在庫低水準在庫低水準、、、、輸出削減輸出削減輸出削減輸出削減、、、、海外市況海外市況海外市況海外市況がががが上昇上昇上昇上昇

　硫酸の品不足が深刻化している。東日本大震災で被災したメーカーの供給量が減少していること
が主因で、４月末の在庫量は約２０万トンと極めて低い水準にある。供給側の完全復旧にはなお
時間がかかる見通しで、５～７月までの３カ月は定期修理および被災にともない合計１４万トンの
減産が見込まれている。サプライヤーが国内出荷を優先しているため輸出量も低水準で、需要期を
迎えた海外では日本からの供給減少もあり、硫黄、硫酸の価格がそれぞれ１０％程度上昇している。

10101010 経産省経産省経産省経産省がががが緊急事業緊急事業緊急事業緊急事業、、、、公募開始公募開始公募開始公募開始・・・・・・・・・・・・夏夏夏夏にににに間間間間にににに合合合合うううう１０１０１０１０％％％％超超超超のののの省省省省エネエネエネエネ対策対策対策対策をををを支援支援支援支援
　経産省は、夏場の電力需給対策につながる企業の緊急的な省エネの取り組みを支援する。今年度
のエネルギー仕様合理化事業者支援事業において、８月末までに電力使用量を１０％以上削減可能
な取り組みを特別に緊急節電対策事業として先行的に支援する。事業委託先の環境共創イニシアチ
ブが公募を開始した。事業費は通常の公募と合わせ総額１５０億円。工場全体へのＬＥＤ照明導入
などが想定される。即効性のある対策を導入を促し、需要側の夏の対策を強化する。公募は緊急
節電対応事業が６月１５日まで、通常の事業は２４日まで受け付ける。

12121212 エクソンモービルケミカルエクソンモービルケミカルエクソンモービルケミカルエクソンモービルケミカル、、、、ヴェリテイーヴェリテイーヴェリテイーヴェリテイー副社長副社長副社長副社長がががが会見会見会見会見・・・・石化製品需要石化製品需要石化製品需要石化製品需要、、、、成長分成長分成長分成長分のののの６６６６割割割割ははははアジアアジアアジアアジア
　　　　上海上海上海上海Ｒ＆ＤＲ＆ＤＲ＆ＤＲ＆Ｄ拠点拠点拠点拠点やややや福建連合石化基盤福建連合石化基盤福建連合石化基盤福建連合石化基盤にににに、、、、ニーズニーズニーズニーズ対応対応対応対応にににに拍車拍車拍車拍車

　「２０１５年にかけ、石化製品の世界全体の需要の伸びに占めるアジアの割合は６０％となり、
そのうち半分は中国からもたらされる」―。汎用品・スペシャリテイーを合わせた石化製品生産能
力の年産２５０万トン拡大を目指すシンガポール２期増設が進行するほか、今春には上海テクノロ
ジーセンター（ＳＴＣ）が本買う稼働に入ったエクソンモービルケミカル。
　このほど記者会見したジョン・Ｒ・ヴェリテイ副社長（ポリオレフィンズ・ビジネスユニット）
は「アジアは今後、北米や西欧といった先進国の倍の速度で発展していくだろう」として、ＳＴＣ
や福建連合石化をはじめとした事業基盤をベースに、拡大する域内のニーズに対応していく考えを
示した。

12121212 金田塑業金田塑業金田塑業金田塑業・・・・・・・・樹脂樹脂樹脂樹脂フィルムフィルムフィルムフィルム　　　　中国最大級中国最大級中国最大級中国最大級のののの新工場新工場新工場新工場、、、、盤錦市盤錦市盤錦市盤錦市でででで着工着工着工着工　　　　３３３３期期期期１８１８１８１８万万万万トントントントン、、、、１３１３１３１３年完成年完成年完成年完成
　　　　環渤海経済圏環渤海経済圏環渤海経済圏環渤海経済圏のののの需要拡大見込需要拡大見込需要拡大見込需要拡大見込みみみみ

　２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ)フィルムメーカーとしてアジア最大の生産規模を持つ金田塑業



有限公司（本社・浙江省温州市）は、遼寧省盤錦市に中国最大クラスとなる大型フィルム工場の建
設に乗り出した。ＯＰＰ、２軸延伸ナイロン（ＯＰＡ）フィルム、一部ポリエチレン（ＰＥ）フィ
ルム、など３期の投資で約１８万トン（樹脂原料消費量換算）分の生産ラインを整える。第１期投
資分は年末にも完成、２０１２年初頭の稼働を予定し、１３年中にも３期投資を終える。
　食品包装材やラミネート、各種工業用などに環渤海経済圏の大型需要を見込んだ先行投資で、大
規模なラインを整備する。

12121212 中国中国中国中国・・・・茂名市茂名市茂名市茂名市がががが１５１５１５１５年年年年メドメドメドメド　　　　石油精製能力石油精製能力石油精製能力石油精製能力３０００３０００３０００３０００万万万万トントントントン、、、、エチレンエチレンエチレンエチレンはははは倍増倍増倍増倍増へへへへ
　茂名市（広東省）は、石油精製・石油化学を重点産業の１つとして、規模の拡大を図る。
２０１５年までの第１２次５カ年計画期間中に、石油精製能力を年３０００万トン、エチレン生産
能力を同２００万トンに引き上げる計画。精製能力同１３５０万トン、エチレン生産能力同１００
万トンを有する中国石化（ＳＩＮＯＰＥＣ）で、まず１２年内に精製能力を同２５５０万トンに拡
大する。

12121212 長江流域長江流域長江流域長江流域のののの渇水渇水渇水渇水がががが深刻化深刻化深刻化深刻化・・・・・・・・・・・・中国中国中国中国　　　　物価物価物価物価、、、、景気両面景気両面景気両面景気両面にににに悪影響悪影響悪影響悪影響
　中国中部の長江流域では、５０～６０年ぶりともいわれる深刻な渇水に直面し、農業生産や発電
水運、工業生産に大きな影響を及ぼしている。中国政府は５月下旬以降、湖北、湖南、江西の各省
を相次ぎ緊急対策地域に指定。住民支援に乗り出した。
　新華社電によると、長江中下流域の降水量は平年の４０～６０％に止まり、中国最大の淡水湖、
鄱陽湖（江西省）の水量は約７億４０００万立法メートルと、前年比８７％も減少。同２位の洞庭
湖（湖南省）の面積は平年の約４０％程度に縮小した。
　中国当局は世界最大級の水力発電所、三峡ダムの放水量を増やすなどして対処しているが、効果
は表れていない。渇水が続けば６月１０日頃には供水できなくなる恐れがあるという。
　天候不順で、稲など主要農産物の栽培が打撃を受け、先月まで落ち着きを取り戻しつつあった農
産品価格は再び上昇傾向を強めている。水運の輸送能力低下で物流が停滞。各地でモノ不足が蔓延
し、物価を押し上げる恐れもある。渇水は電力不足にも拍車をかけている。水力発電所の発電能力
が低迷しているうえ、水運停滞は火力発電所への石炭供給を滞らせる恐れもある。

　　　　６６６６月月月月０１０１０１０１日日日日（（（（水水水水））））
1111 経産省議論開始経産省議論開始経産省議論開始経産省議論開始・・・・・・・・・・・・課題克服課題克服課題克服課題克服しししし競争力強化競争力強化競争力強化競争力強化、、、、変化踏変化踏変化踏変化踏まえまえまえまえ政策提言政策提言政策提言政策提言
　　　　サプライチェーンサプライチェーンサプライチェーンサプライチェーン、、、、エネルギエネルギエネルギエネルギ――――制約制約制約制約、、、、空洞化圧力上昇空洞化圧力上昇空洞化圧力上昇空洞化圧力上昇

　経産省は、東日本大震災後の日本経済再生と競争力強化に向けた議論を開始する。経済の下振れ
とストック毀損、エネルギー制約、サプライチェーン寸断、空洞化圧力の上昇、日本ブランドへの
影響―を克服し、経済再生と競争力強化の道筋を探る。昨年策定した産業構造ビジョン２０１０を
補強する方向で議論を進めるが、内容やロードマップの大幅な見直しも視野に入れる。
　産業構造審議会の競争力部会を中心に主要産業は個別に研究会を開催して産業界の声を吸い上げ、
規制改革や新しい制度設計も議論する。きょう１日、第１回競争力部会を開催、今月下旬の第２回
会合で検討結果をまとめ政府の新成長戦略実現会議に反映する。
　競争力部会の部会長は東京大学の伊藤元重教授。化学業界では三菱化学の小林喜光社長が委員と
して参加する。新たな成長への化学戦略の構築に向けて、部材・素材のサプライチェーン強化、国
内空洞化の懸念への対応、化学の技術革新を活用した復興による社会構造変革―などを議論し提言
をまとめる。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・課題課題課題課題になるになるになるになる自動車依存自動車依存自動車依存自動車依存のののの脆弱性克服脆弱性克服脆弱性克服脆弱性克服
　経産省が発表した４月の鉱工業生産指数速報は、前月比１．０％の上昇にとどまった。震災の影
響を受けた３月の同１５．５％の大幅低下から回復に転じることは予想されていたが、生産予測の
３．９％には届かなかった。この要因は自動車生産を支える半導体など部品生産が、想定以上に落
ち込んだようである。自動車の落ち込みは直接調達する部品に止まらず、原材料まで含めたサプラ
イチェーン寸断の打撃が大きかったことを示している。５月の製造工業の生産は８．０％、６月は
７．７％上昇が見込まれいるが、これが実現すると４-６月期の生産は前期比２．２％の低下となり、
前年同月比では５．０％の低下と低迷が続くことになる。
　自動車生産の回復は急ピッチで進んでいるが、自動車メーカーが調達する部品に関しては供給ソ
ースを広げたものの、その先の材料に関しては特定企業に集中しているという実態が明らかになっ
た。化学材料などが相当含まれ、サプライチェーンは「ピラミッド型」ではなく「提灯型」になっ
ているという指摘もある。今回の経験を踏まえて自動車メーカーは、原材料まで含めたサプライチ
エーンの点検に乗り出している。震災はわが国の産業構造に新たな課題を突き付けたことになる。

2222 ４４４４月石油製品月石油製品月石油製品月石油製品　ＣＩＦ　ＣＩＦ　ＣＩＦ　ＣＩＦ単価単価単価単価・・・・・・・・・・・・原油高原油高原油高原油高でででで全油種上昇全油種上昇全油種上昇全油種上昇
　４月の原油・石油製品ＣＩＦ単価（速報）は、原油価格上昇を受けて全油種がプラスで推移した。　
原油は前月速報比１キロリットル当たり５００３円上げの５万８３５８円、ナフサは同３５５３円
上げの５万５４８２円だった。
【４月の原油・石油製品ＣＩＦ単価】換算レート：８２．９８円／ドル　出所：財務省貿易統計

3333 食品包装食品包装食品包装食品包装のののの特許特許特許特許・・・・・・・・・・・・日本企業日本企業日本企業日本企業ががががＴＯＰＴＯＰＴＯＰＴＯＰ５５５５独占独占独占独占　　　　米米米米トムソントムソントムソントムソン調調調調べべべべ
　食品包装材料の特許は、ＴＯＰ５を日本企業が独占・・・。このほど世界的な情報サービス企業
である米トムソン・ロイターがまとめた「ＩＰマーケットリポート」シリーズの食品包装業界版に
よると、食品包装材料の特許保有件数のＴＯＰ５は、大日本印刷、凸版印刷、吉野工業所、東洋製

円／ＫＬ ドル／バレル

灯油 74,147 142.06

ガソリン(自動車用） 64,642 123.85
ナフサ（石化用） 55,482 106.30

原油・粗油 58,358 111.81



罐など日本企業が独占していることがわかった。
　同レポートは、業界動向を特許・登録商標などの知的財産情報や、関連化学文献から収集・分析
したもの。特許保有件数では日本企業が上位を独占したほか、多くはＢ２Ｂ企業が保有する一方、
意匠やプラスチック・パッケージングやプロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）などＢ２Ｃ
企業の保有数が多いことなどを解説している。
　また、近年話題のエコ表示に関しては、生分解性、リサイクル、バリアフィルムに関する特許申
請が増える一方、環境に優しい包装に関する国際基準が定められていない盲点を指摘。
こうしたなかで、米サステイナビリテイ包装環境協会は現在、米国連邦取引委員会などとともに、
基準の設定に取り組んでおり、この問題が今後数カ月さらに注目されると紹介している。
　同レポートの全文は　https://science.thomsonreuters.jp/forms/press/2011/ip_report_food_
pkg/　からダウンロードできる。

10101010 ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２削減効果削減効果削減効果削減効果をををを評価評価評価評価・・・・・・・・・・・・サプライチェーンサプライチェーンサプライチェーンサプライチェーン対象対象対象対象ににににサービスサービスサービスサービス　　　　トーマストーマストーマストーマス審査評価機構審査評価機構審査評価機構審査評価機構
　　　　報告書報告書報告書報告書のののの適合性確認適合性確認適合性確認適合性確認

　トーマス審査評価機構は３１日、６月からＣＯ２削減貢献調査サービスの提供を開始すると発表
した。企業のサプライチェーン（ＳＣ）を対象に、ＣＯ２削減の行動計画策定から実施までの各プ
ロセスについて、トーマスが第三者として調査。企業の発行する実施報告書に対し適合性確認報告
書を発行する。ＳＣにおける自主的な削減活動の促進と情報開示の信頼性や透明性の向上を図る。
サービス料は１件当たり２００万円から。化学など製造業を中心に年間２０件程度の受注を目指す。

10101010 政府政府政府政府　　　　夏夏夏夏のののの省省省省エネエネエネエネ対策対策対策対策をををを決定決定決定決定・・・・・・・・・・・・冷房温度冷房温度冷房温度冷房温度２８２８２８２８度度度度ＣＣＣＣ徹底徹底徹底徹底などなどなどなど
　政府は、夏季（６-９月）の省エネ対策をまとめた。３０日に開催した省庁連絡会議で決定したも
の。従来の対策に加え、電力需給対策の節電項目を盛り込んだ。冷房中の室温２８度Ｃの徹底、日
射の遮蔽による冷房負荷低減、３Ｒ推進の奨励、照明の範囲絞り込みなど、国民に省エネ協力を広
く呼び掛けていく。

12121212 ＢＡＳＦＢＡＳＦＢＡＳＦＢＡＳＦ・・・・イネオスイネオスイネオスイネオス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スチレンスチレンスチレンスチレン事業事業事業事業のののの合弁会社設立合弁会社設立合弁会社設立合弁会社設立でででで正式署名正式署名正式署名正式署名
　ＢＡＳＦとイネオスは、共同出資新会社「スタイロルーション（Ｓｔｙｒｏｌｕｔｉｏｎ）」を
設立する合意文書に、正式署名した。現在は独占禁止法審査の通過待ち。合弁会社設立により、非
戦略事業であるスチレン事業を独立させる。
　スタイロルーションには発泡スチｒ－ルを除く両社のすべてのスチレン事業が集約される。
対象は、スチレンモノマー（ＳＭ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ＡＢＳ樹脂、スチレン―ブタジエン
ブロック共重合体（ＳＢＣ）、その他のスチレン系共重合体とブレンド品。

　　　　６６６６月月月月０２０２０２０２日日日日（（（（木木木木））））
1111 台台台台プラプラプラプラ火災事故火災事故火災事故火災事故・・・・・・・・・・・・政府政府政府政府からからからから誘導品停止命令誘導品停止命令誘導品停止命令誘導品停止命令
　ＭＥＧ、　ＭＥＧ、　ＭＥＧ、　ＭＥＧ、ポリエスチェーンポリエスチェーンポリエスチェーンポリエスチェーン打撃打撃打撃打撃　　ＢＰＡ、　　ＢＰＡ、　　ＢＰＡ、　　ＢＰＡ、プリントプリントプリントプリント板生産板生産板生産板生産にににに影響影響影響影響

　台湾プラスチックグループの設備停止が、アジアのサプライチェーンに大きく影響を及ぼしそう
だ。フォルモサ・ペトロケミカル（ＦＰＣＣ）の第１クラッカーやモノエチレングリコール（ＭＥ
Ｇ）設備２基が５月の火災事故以来停止しているのに加えて、政府当局が今月１日から残る２基の
ＭＥＧやビスフェノールＡ（ＢＰＡ）など主要な川下設備も停止を命じた。
　ＦＰＣＣでは、主要誘導品設備が停止を余儀なくされたため、稼働中の第２クラッカー（エチレ
ン能力１０３万トン）、第３クラッカー（同１２０万トン）のどちらかを停止させることを検討中。
特にエチレンの余剰がが際立っており、誘導品設備が停止する中で稼働を続けてもエチレンの収益
悪化が確実視されるためだ。

2222 経産省経産省経産省経産省まとめまとめまとめまとめ・・・・・・・・・・・・主要石化製品主要石化製品主要石化製品主要石化製品２０１０２０１０２０１０２０１０年末年末年末年末　　　　生産能力生産能力生産能力生産能力、、、、エチレンエチレンエチレンエチレン７２１７２１７２１７２１万万万万６０００６０００６０００６０００トントントントンにににに
　経産省は、このほど２０１０年末時点の
国内主要石油化学製品・芳香族製品の生産
能力調査をまとめた。エチレン能力は、
７２１万６０００トン（定修年、スキップ
年は８００万３０００トン）で、前年末の
７２７万９０００トン（同）と比べ、
６万３０００トンほど減少した。
三菱化学の能力が１２７万８０００㌧から
１２１万５０００トンに減ったのが要因。
今後、三菱化学が水島で実施するエチレン
設備の「ダウンサイジング」が届出ベース
の能力にどう影響するかが注目される。

3333 ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン系包材系包材系包材系包材・・・・・・・・・・・・流通流通流通流通ほぼほぼほぼほぼ正常化正常化正常化正常化、、、、復旧段階収束復旧段階収束復旧段階収束復旧段階収束へへへへ、、、、いぜんいぜんいぜんいぜん需給需給需給需給ははははタイトタイトタイトタイト
　ポリオレフィン系包装材料は、原料樹脂、基材フィルムの操業回復を背景に、川下のコンバータ
業界を含めてサプライチェーンの正常化が進んできた。ただ、夏場の電力削減期間を控え、関東地
方では食品業界など末端の需要家を含め、５、６月に製品在庫を積み増す動きが強い。このため包
装材料に対する需要家の引き合いは強く、震災直後から続く仮需要を含め、６月中はタイトバラン
スが続きそうだ。



　大手基材メーカーでは、「既に国内の全系列がフル生産に入っており、震災直後から４月にかけ
ての混乱状態から見れば、取引はかなり落ち着いてきた」としており、復旧段階が収束しつつある
ようだ。ただ、タイトバランスは続く見通し。震災後の水増し注文については「ここにきてキャン
セルが増えてきた」（同）ものの、７月からの電力削減期間を控え、需要家が５、６月に出来るだ
け操業度を高めようとしていることが背景。本来の意味での流通段階の正常化にはなお時間がかか
りそうだ。一方、７月以降になると、電力削減により包装材料メーカーの操業への影響が懸念され
るが、各社は複数の工場、系列を利用したグレードの作り分けなどにより操業を維持し、供給責任
を果たす考え。また、「末端の需要家も電力削減の影響で操業が下がることから、先取り需要が
沈静化する」（同）と予測しており、むしろ需給タイト感が解消されると予想されている。

3333 プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック業界業界業界業界・・・・・・・・・・・・逆輸入検討逆輸入検討逆輸入検討逆輸入検討のののの動動動動きききき、、、、円高円高円高円高・・・・震災震災震災震災ででででコストコストコストコスト増増増増
　「　「　「　「内需型内需型内需型内需型」」」」のののの包装用包装用包装用包装用フィルムフィルムフィルムフィルムもももも設備投資設備投資設備投資設備投資などなどなどなど課題課題課題課題

　プラスチック業界では、海外での生産拠点の建設計画と並行し、海外拠点を活用した逆輸入を検
討する動きが広がっている。円高に加え、夏場の電力不足で関東地方などの国内生産拠点では、さ
らなるコストアップが避けれれないとみられているため。震災がプラスチック製品の産業構造変化
を加速させる動きとして注目される。
　川上の石油化学製品や樹脂コンパウンド製品については、国内での生産規模を縮小する一方、
世界でも高いシェアを持つ主力製品に的を絞り、グローバルに供給力を拡充して成長市場を取り込
む動きが本格化。川下業界でも、円高対策として生産拠点を海外にシフトする動きが加速している。
　プラスチック産業ではこれまで、企業体力の問題などから海外シフトはハードルが高い問題とな
ってきた。ただ、需要家の海外シフトで国内市場の縮小が避けられないことに加え、円高に続き夏
場の電力不足など、コストアップ要因が重なっている。
　今後、長期にわたり電力不足問題が続く場合、生産拠点、生産体制のありかたを根本から考え直
す必要がでてくる。こうしたことからプラスチック業界でも海外での生産計画と並行し、国内への
逆輸入を検討する動きが進行しているようだ。従来、内需型産業とされてきた包装用フィルムなど
でもこうした検討が始まっている。

6666 オレフィンオレフィンオレフィンオレフィン、、、、アジアアジアアジアアジアでででで反落反落反落反落、、、、エチレンエチレンエチレンエチレン１３００１３００１３００１３００ドルドルドルドル割割割割れれれれ・・・・・・・・・・・・原油下原油下原油下原油下げなどげなどげなどげなど映映映映すすすす
　アジアでエチレン、プロピレンが反落した。アジアスポットは先週末、エチレンが１トン当たり
１３００ドル割れ（極東ＣＦＲ）、プロピレンが１５００ドル前後を付け、２～３週間前から
１００ドル前後下がった。原油・ナフサ価格下落のほか、金融引き締めによる中国誘導品需要の鈍
化やシンガポール・シェルのクラッカー再稼働などが材料となっている。また、５月初めに火災事
故を起こした台湾・麦寮の台塑石化（ＦＰＣＣ）の１号機（同７０万トン）はまだ動いていないが、
誘導品プラントも止まっている為にインパクトは限られている。
　エチレンに比べてプレミアム感が強かったプロピレンの下げ幅がやや大きい。

10101010 ＩＥＡＩＥＡＩＥＡＩＥＡ推計推計推計推計・・・・・・・・・・・・１０１０１０１０年年年年ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出量排出量排出量排出量、、、、過去最悪過去最悪過去最悪過去最悪にににに
　国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は、２０１０年のエネルギー関係のＣＯ２排出量が３０６億トン
と、過去最悪だった０８年の２９３億トンを上回ったとの推計を発表した。排出量は０９年に世界
的な金融危機で落ち込んだ景気回復にともない再び増加した。
　昨年のＣＯＰ１６で採択された「カンクン合意」には、世界の温室効果ガスを大幅に削減し、産
業革命以降の気温上昇を２度以内に抑えるとの目標が盛り込まれた。ＩＥＡはその目標を達成する
にはエネルギー関連のＣＯ２排出量を２０年時点で３２０億トン如何にとどめる必要があるとして
いる。

11111111 １０１０１０１０年度年度年度年度のののの独禁法違反処理独禁法違反処理独禁法違反処理独禁法違反処理・・・・・・・・・・・・課徴金課徴金課徴金課徴金、、、、過去最高過去最高過去最高過去最高のののの７２０７２０７２０７２０億円億円億円億円
　公正取引委員会は１日、２０１０年度の独禁法違反の処理状況を発表した。違反業者に課された
課徴金は総額約７２０億８０００万円で過去最高、違反の自主申告件数も１３１件で最多となった。

　　　　６６６６月月月月０３０３０３０３日日日日（（（（金金金金））））
1111 サンエーサンエーサンエーサンエー化研化研化研化研　　　　海外市場開拓海外市場開拓海外市場開拓海外市場開拓をををを強化強化強化強化　　　　電材用工程紙電材用工程紙電材用工程紙電材用工程紙などなどなどなど　　　　環境環境環境環境エネエネエネエネ分野分野分野分野もももも推進推進推進推進

　サンエー化研は、海外展開を重視した新市場開拓と、環境エネルギー分野への参入を積極的に進
める。すでに電材用工程紙「アドテフ」は、韓国、中国、台湾で販売好調となっており、これに引
き続き光学用表面保護フィルムやタッチパネル用部材でも、海外市場での拡販を進める。環境エネ
ルギー分野では、リチウムイオン２次電池用や、太陽電池用など４分野で新製品開発と市場参入に
注力する。
　海外展開を加速させるため、昨年１１月に台湾に駐在事務所を開設した。今後は同社初となる海
外生産拠点の建設も視野に入れる。

2222 社説社説社説社説　「　「　「　「材料材料材料材料リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの多様多様多様多様なななな挑戦挑戦挑戦挑戦にににに期待期待期待期待」」」」
　プラスチックは、市場ニーズに応じて多くの素材が生まれ普及したが、使用後の廃棄物になると
画一的に進めることが出来ず、マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクル
等があるが、その優劣は一概に評価できず、廃棄物の特性に応じたリサイクルが求められている。
　容リ法ではマテリアルリサイクル優先が定められているが、疑問が呈され、ケミカルおよびサー
マルリサイクルが合理的という意見は根強い。
　資源有効利用の観点から、可能な限りマテリアルリサイクルを進めるべきという声も強く、技術
開発やリサイクルシステム構築の動きが進んでいる。
　エフピコの「トレーtoトレー」、福助工業の「レジ袋toレジ袋」がその例である。塩化ビニル樹
脂では、塩ビ工業・環境協会が塩ビタイルカーペット、塩ビ壁紙などの廃材を対象に実用化を支援、
プラ処理協では、自動車の内装部品のポリオレフィンと繊維の複合廃材リサイクル技術開発の支援
に乗り出している。
　コストやリサイクル品の品質、原料となる廃材の確保など実用化のハードルは高いようだが、プ



ラスチック産業が社会から信頼を得るため、積極的に挑戦してもらいたい。

2222 丸善石化丸善石化丸善石化丸善石化　　　　来夏復旧来夏復旧来夏復旧来夏復旧めざすめざすめざすめざす　ＭＥＫ　ＭＥＫ　ＭＥＫ　ＭＥＫなどなどなどなど生産生産生産生産ののののアルコールケトンアルコールケトンアルコールケトンアルコールケトン装置装置装置装置
　丸善石油化学の藤井シュン社長は２日、都内で記者会見し、東日本大震災で被災したＭＥＫなど
を生産するアルコールケトン製造装置を２０１２年６月を目標に復旧させる計画を明らかにした。
生産能力をはじめ現状復帰が前提で、工事費用は概算１００億円。今年度の最重要課題として取組
むことで、地震による停滞を最小限にとどめ、１２年度を最終年度とする中期経営計画の目標達成
へ全力を挙げる。

10101010 盛盛盛盛りりりり上上上上がりがりがりがり見見見見せるせるせるせる「「「「日中日中日中日中グリーンエキスポグリーンエキスポグリーンエキスポグリーンエキスポ」」」」
　北京で１日に開幕した今回のグリーンエキスポは、日中両国を代表する企業が環境関連製品や技
術を紹介し、中国やアジアにおける環境問題解決に向けた官民協力を促す場で実務型の大規模国際
イベント。メインテーマは「日中の緑の未来をともに創りだそう」
　中国は第１２次５ヵ年計画で、持続的発展経済の実現を重点課題の一つに据えている。

12121212 積水化学積水化学積水化学積水化学　　　　中国中国中国中国でででで環境対応強化環境対応強化環境対応強化環境対応強化
　積水化学工業は、中国でも環境経営にかかわる取組に拍車をかける。生産拠点を含め現地法人
１１社を擁するなか、ＩＳＯ１４０００については早期に全工場での認証取得を目指す。その後、
ゼロエミッション化を推進していく方針で、２０１３年までに各生産拠点でのゼロエミッションを
実現する。環境貢献製品について引き続き販売拡大を図っていく。また０９年から蘇州で実施して
いる自然保護活動では、北京周辺を有力候補として年内に中国２ヵ所で活動を開始する計画。


